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第２章　実　践　編

第１節　小学校におけるストレスマネジメント教育の実際

Ⅰ　低学年におけるストレスマネジメントの実際

１　１時間目の指導案「からだとこころはとってもなかよし」

盧　対　　　象　小学校１、２年生

盪　時　　　間　学級活動、２時間配当の１時間目

蘯　場　　　所　教室（いすのみ、ただし座りにくい児童がいる場合はいすなしでも可）

盻　本時の目標　・ストレスによって、心が変化し、それが体に現れることを体感的に知る。

・体がゆるむと心もゆるむことを体験する。

眈　準　備　物　顔シート、振り返りシート、（デジタルカメラ）

眇　展　　　開

場　　面

＜導入＞３分

ねらいの説明

＜展開＞37分

課題　１

（10分）

課題　２

（７分）

・本時のねらいを簡単に説明する。

「今日は、体と心のお勉強をするよ。体っ

てどこ？心ってどこにあるの？・・・」

・顔シート〔ニコ・シュン・プン〕を見て、

どんな顔か考える。（２分）

・それぞれの顔になる時はどんな時か話し

合う。

・〔ニコ・シュン・プン〕ゲームをする。

①「今から〔ニコ・シュン・プン〕ゲー

ムをしましょう」

②「先生のまねしてね。〔ニコニコ・シュ

ンシュン・プンプン・ドン〕（手を打

ち回りながら）」

③「そうそう、じょうずね。じゃあ、ド

・体と心の学習をすることを伝える。

・１枚ずつ見せ、課題に集中できるように

する。

・顔シートと同じ顔をしてみて、経験を思

い出せるようにする。

・初めは、教師が提示した顔カードの顔を

まねる練習をする。

・教師が提示した顔カードに合った顔と体

の動きをすることで、楽しみながら自分

の体の動きを意識させる。

・みんなでかけ声をかけながらゲームをす

ることで、転換させやすくする。

活　　動　　内　　容 留　　意　　点

こんな顔になるのは、どんなときかな。お話ししよう

この顔、どんな顔？

〔ニコ・シュン・プン〕ゲームをしよう
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分かち合い

（10分）

課題　３

（５分）

（３分）

＜まとめ＞５分

振り返り

次時の予告

ンのときに先生が、さっきの３つの顔

のどれかを出すから、まちがえないよ

うにまねっこしてね」

④「ちょっと練習ね。〔ニコ〕やってみよ

うか。そうそう、じゃあ、〔シュン〕

は・・・・」

⑤「今度は、顔だけじゃなくて体も一緒

にできるかな。やってみるよ。〔ニコ〕

は、・・・そうそう」

⑥「では、はじめるよ」・・・・・

・それぞれの顔をしている時の体の動きに

ついて話し合う。

・〔スローモーション〕ゲーム１をする。

①「すごいね。体のことがよくわかって

きたね」

②「今度は、〔スローモーション〕ゲーム

をしましょう」

③「はじめは、〔プン〕になるよ。いっせ

ーのーで〔プン〕」

④「じょうずだね。じゃあ、ゆーっくり

スローモーションで〔ニコ〕にかわる

よ。ゆっくり、ゆっくりね」

⑤「そうそう、かちんこちんだった体が、

ゆーっくり楽になったね」

⑥「じゃあ、次は・・・・」

・〔スローモーション〕ゲーム２をする。

①「ねえ、こんなことできるかなあ」

②「〔プン〕で顔だけ〔ニコ〕どう？」

③「だめだめ、体はぜったい〔ニコ〕し

ちゃだめなの。どう？できるかなあ」

④「むずかしいね。いいの。できなくて

いいんだよ」

⑤「あのね、心と体はぴったんこだから

心が〔プン〕だと体は〔プン〕なんだ

よ。だから、心が〔ニコ〕だと体も

〔ニコ〕になるの。反対にね、体を

〔ニコ〕にしてあげると心も〔ニコ〕

にしてあげられるんだよ」

・ふり返りシートに記入する。

・ＴＴで授業をするときは、デジタルカメ

ラで撮影した動きを見せることで、気づ

きやすくすることもできる。

・さっきのゲームをスローモーションです

ることで、体がかたくなっていく過程や

体がゆるんでいく過程を体感させる。

・顔と体がちぐはぐな状態を提示し、体と

心は一体であることを伝える。

・シートの記入がしにくい状態のときは、

感想を聞き合う。

スローモーションゲームをしよう

〔ニコ・シュン・プン〕ゲーム

〔スローモーション〕ゲーム１

体と心はとってもなかよし



２　２時間目の指導案「からだとこころのべんきょう」

盧　対　　　象　小学校１、２年生

盪　時　　　間　学級活動２時間配当の２時間目

蘯　場　　　所　教室（寝転がることができる）

盻 本時の目標　・体の緊張と緩和、収縮と伸長の繰り返しを体験し、「がんばれば休む」「休めばが

んばれる」ことを知る。

眈　準　備　物　動物カード、ＣＤデッキ、自然の音楽（ＣＤ）

眇　展　　　開

―17―

場　　面

＜導入＞３分

ねらいの説明

＜展開＞37分

導入（10分）

課題　１

（12分）

・本時のねらいを簡単に説明する。

「この前、体と心のお勉強をしたね。ス

ローモーションも上手にできたね。今日

も、体と心のお勉強だけど、ちょっとち

がうよ」

・動物あてっこをする。

・〔へんしん・へーんしん〕をする。

①「次は、［へんしん・へーんしん］とい

うゲームをします」

②「先生が、今からさっきのカードを見

せます。今度は、名前を当てるんじゃ

なくて、変身してその生き物になって

ね。その場所でね。じゃあ、練習いく

よ」

③「なかなか上手だね。では、本番。カ

ードは見せないよ。先生の話すことを

よく聞いて変身してね」

④「［へんしん・へーんしん　ねこ］そう

そう、上手。あ、いろんなねこがいる

ね。こたつの中でまるまってるねこ。

みんなできる？・・・・そうそう。ま

ーるくなったね。じゃあ、けんかして

・体と心の学習をすることを伝える。

・絵カードを見て生き物の名前を当てるゲ

ームをし、次のゲームに入りやすくする。

・生き物の体の一部を見せるなどして、活

動に集中させるよう工夫する。

・絵カードを見せ、練習する。

・生き物になって動く中で、体のいろいろ

な部分の緊張と緩和、収縮と伸長の繰り

返しを体験させる。

・なりきるものは、子どもの身近な生き物

であって、上記の体の動きを体験できる

物であれば、ほかの生き物でもかまわな

い。

・子どもの動きのよい所をみつけ、活動

への意欲を促す。

活　　動　　内　　容 留　　意　　点

〔へんしん・へーんしん〕をしよう

動物あてっこ
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・いたずらっこにいたずらされて体をかた

くした（収縮）あと、ゆっくり体をのば

し（伸張）、リラックスした状態を感じ

させる。

・全身の緊張と緩和を体験した後、リラッ

クスした状態へ導く。

・呼吸法を体験させる。

・初めはメッセージを送るが、後は音楽だ

けにする。

草っぱらで寝てみよう

〔へんしん・へーんしん〕

かめさんといたずらっこ

象さんがきた！

課題　２

（15分）

るねこ、知ってる？ふんばって体かち

こちで強そうに見せてるよ。しっぽも

ぴーん。・・・もう、けんか、やーめ

た。うーーんとのびをするねこ、気持

ちいいねえ。ひとつめのへんしん大成

功」

⑤「次の変身は、海の中を見てみよう。

あ、いたいた、かたーいせなかをもっ

てる生き物なーんだ。・・・・・そう、

正解。かめさん［へんしん・へーんし

ん　かめ］かめにへーんしん。上手だ

ね」

⑥「よし、その場で泳いじゃお。ゆった

り、ゆったり。・・浜辺にあがったら、

あれ、ひっくり返されちゃった。ばた

ばたばた。いたずらっ子が右の足をさ

わったよ。ひっこめちゃお。あ、ひっ

こんだ、ひっこんだ。・・・（左足、

右手、左手、顔といろいろな部位を縮

めてひっこめたようにさせる）」

⑦「いたずらっ子が行っちゃったよもと

にもどって、あーよかった。ふたつめ

変身大成功」

・イメージの中の草原でゆっくり休む。

①「［へんしん・へーんしん］上手にでき

たね。草っぱらで、寝てみよう。あー

いい気持ちね。と、思ったら、わっ、

向こうから大きな象がくるよたいへ

ん。今度の変身は生き物じゃないよ。

かたーい石になろう。象がくるよくる

よ。ふまれないように、かたいかたい

石になって。もっともっと。しーーー

ーーっ」

②「ふう、もうだいじょうぶ。よかった。

ふまれなくて。もう手も足ものばして

いいよ。今度は本当のお昼寝」

③「さあ、目をつぶって、ゆーっくり、

息をはいてね。少しずつ少しずつ、細

く、細く息を出してね。出しちゃった

らすうよ。すったらおなかがふくれる

よ。おなかにためてね。そしたら、ま
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＜まとめ＞５分

振り返り

た、ゆっくり、細く息を出します。お

なかが少しずつへっこんできたね」

④「そのまま、足も手もだらーん。今日

は、いろんな物に変身して、がんばっ

たね。よくがんばったねって心の中で

自分に言ってあげてね。そうしたら、

もーっと気持ちよーくなるからね。が

んばった後はこうやって休もうね。し

ばらく、ゆっくり休みましょう」（後

は音楽のみ）

（音楽がかわったら）

⑤「では、ゆっくり起きていきます。ま

だ、あわてないでね。休んだ後は、少

しずつ体を起こしてやります。さあ、

足の先だけキュッと力を入れましょ

う。はい、力をぬいて。次は、手の先

だけキュッと力を入れましょう。そう

そう。はい、力をぬいて。今度は、体

全部に力をおくりましょう。元気がわ

いてきますよ。力をおくれた人からそ

うっと起きあがりしょう」

・ふり返りシートに記入する。

・音楽が変わってもいきなり起きあがらず

に、足首・手首など徐々に力を入れ、全

身へエネルギーをおくって起きあがらせ

る。

・シートの記入がしにくい状態のときは、

感想を聞き合う。

ゆったりリラックス

３　授業以外での活用例

・その日の児童の状態によって、朝の会、帰りの会、授業の合間などに15分間（または10分間）音

楽を聞きながら[リラックスタイム]をとる。寝転がることができる教室でなくても、普通教室でバ

スタオルや小さめのタオルケット（各自で用意）を敷いて行ってもよい。

【参考文献】

竹中晃二（1997）『子どものためのストレスマネジメント教育』北大路書房

小國有加（2000）「イメージと動作を用いた幼児へのストレスマネジメント教育プログラム開発の研究

（Ⅰ）－質問紙におけるプログラム体験の効果を中心に－」武庫川女子大学発達臨床心

理学研究所紀要　第２号，91-120.



Ⅱ　中・高学年におけるストレスマネジメントの実際

１　１時間目の指導案　「自分のストレスを知ろう」

盧　対　　　象　小学校３、４、５、６年生

盪　時　　　間　学級活動、２時間配当の１時間目

蘯　場　　　所　教室

盻　本時の目標　・自分のストレス、ストレッサーを知る。

・自分がどんな方法でストレスに立ち向かっているのかを考える。

・ストレスを感じたときに自分がどうなっているのかを考える。

眈　準　備　物 なし

眇　展　　　開
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場　　面

ねらいの説明

課題　１

分かち合い

課題　２

分かち合い

・本時のねらいを簡単に説明する。

「この１週間くらいに〔緊張したなー〕

〔しんどいな～〕と思ったことを発表し

ましょう」「今自分の中で悩んでいるこ

とやいやなことがあれば話してみましょ

う。話すと気持ちが楽になることもあり

ます」

・自分が「いやだな～」と思ったことを発

表する。

発表の後、「やってはいけない」行動

（×）を整理する。

・「いやだな～」と思ったときに、自分は

どうしているのかを発表する。

・クラスの雰囲気によって変化する。クラ

スの友人関係で、悪口・仲間はずれなど

がみられる時は、悪口の言い合いになら

ないようにする。

・おおよそ、ジャンルごとに分けて板書し、

ストレスに対する理解を深める。

下記のような事例が出てくると予想され

る。

【対人関係】

・叱られる、注意される

×危害を加えられる（パンチ、キック）、

いやなことを言われる（命令、あだ名、

呼び捨て、ちくり）、口止め、無視、に

らみ

【勉　　強】

集中できない、テスト、宿題の量

苦手な教科

・ジャンルに分けて板書する。

下記のような事例が出てくると予想され

る。

【望ましい対処】

深呼吸をする、リラックスする

活　　動　　内　　容 留　　意　　点

自分のストレスを知ろう

自分のストレスへの工夫を知ろう
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趣味やスポーツ等をする　等

【望ましくない対処】

自分を傷つける、暴言を吐く

やり返す、何もできない　等

・自分一人でどうにかできない場合には、

友達や先生の手を借りることを勧める。

・腹式で呼吸させる。

・吐く息の感じに注意を向けさせる。

・手で「グー」「パー」を数回繰り返す。

・リラクセーション体験により、自分自身

のストレスの変化に気づかせる。

イメージ呼吸法をやってみよう

自分が工夫できる力を知ろう課題　３

分かち合い

課題　４

分かち合い

次時の予告

・出てきた中から、自分でどうにかできる

ものとそうでないものとを考えさせる。

「自分一人でどうにかできる方法の１つ

に『イメージ呼吸法』がありますが、も

っと色々な工夫があり、自分にあったも

のを選ぶと良いでしょう」

・「１、２、３」で鼻から息を吸い、「４、

５」で息を止め、「６、７、８、９、10」

で口から息を吐く。

・「すっきり・さわやか動作」をする。

・ストレスを考えているうちにストレスを

感じている時の気持ちと今の気持ちの変

化を考える。

・この他にも、自分の気持ちを落ち着かせ

る方法があることを伝える。



２　２時間目の指導案　「長続きするがんばり方を体験してみよう」

盧　対　　　象　小学校３、４、５、６年生

盪　時　　　間　学級活動、２時間配当の２時間目

蘯　場　　　所　教室

盻　本時の目標　・長続きするがんばり方と、がんばった後のさわやかな感じを体験をする。

・相手の気持ちを考える。

眈　準　備　物　ストレス反応質問用紙

眇　展　　　開
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場　　面

ねらいの説明

心のアンケート

導　入

課題　１

・本時のねらいを簡単に説明する。
「疲れがたまったり、興奮した時等には
イメージ呼吸法でゆったりとした気分に
なれますね。今回は、スポーツをする時
や勉強でがんばる時の心と身体について
考えてみます。スポーツをする時や勉強
でがんばろうとした時には身体の色々な
部分に力が入っています。全身に力が入
りすぎると、実力が発揮できなかったり、
長続きするがんばりができなかったりし
ます。身体の必要な所だけに力を入れて
がんばることを覚えると実力が発揮でき
たり、ゆったりした気分になれます。ま
た、必要な所だけに力を入れてがんばる
方法は、長続きするし、楽にがんばれま
す。そういう方法を身に付けるのも良い
ですね」
・ストレス反応質問用紙に記入する。

・いすに楽な感じで座る。
「いすに座りましょう。できれば深く座
らないで浅く座り腰骨を立てましょう。
この時、肩、腕、手、背中、足などには
力を入れずに上体を楽にしましょう。頭
はあまり頑張って固定しないで、少しあ
ごを引いたぐらいにしましょう。
ゆっくり息をしながら気持ちを落ち着

け、肩に気持ちを集中しましょう。腕が
重たく感じる人もいると思いますがいい
ですよ」

・目を閉じて気持ちを落ち着ける。

①肩の感じを味わう。
「肩に気持ちを置いてみましょう」

・長続きするがんばり方を体験する。余分
な力を抜いてがんばる体験をする。また、
がんばった後は、自分をほめ、人をほめ
て、休息をとる。
・がんばる時と休む時の切り替えをうまく
することが集中できるコツであることを
伝える。

・項目を読み上げながら一斉に行う。

・深く腰をかけずに背筋を頑張りすぎない
程度に伸ばし、軽くあごを引くようにす
る。

・気持ちを集中させる。

・肩に意識を集中させる。
・肩の力を抜くことを実感させるために、

活　　動　　内　　容 留　　意　　点

セルフリラクセーションをしてみよう



―23―

一度肩に力を入れてから力を抜くことに
より変化を味わえるように言葉がけをす
る。

・ゆっくり、あるいはストンと下ろすよう

に指示する。

・体験後「どんな感じ？」と感想を出しあ

う。

・人を援助する体験、援助される体験であ

ることを説明する。

・人は励まされたり支えられると自分の力

が発揮できることを、スポーツ選手とそ

の監督との例をあげ紹介する。

・赤ちゃんをしっかり抱くような気持ちで

肩に手を置く。

・肩の感じをしっかり味わわせる。

・肩を包み込むように手を置くよう促す。

・援助者は動きを先行しないように指示す

る。

・小さな変化も見逃さずに声を掛けること

を心掛けるよう説明する。

・援助者はジワッと手を離す。

セルフリラクセーション

分かち合い

課題　２

②両肩を耳に付けるように意識しながら

肩をあげる。

「肩以外、腕、手、腰、背中等に力が

入っていないか点検してみましょう」

③両肩の力を緩め、肩をおろす。

④肩（身体）の感じを味わう。

「ゆっくり肩を耳につく位の気持ちで

あげましょう。この時、腕やおなかに

力を入れないようにします。肩だけに

力を入れるようにしましょう。もっと

耳に近づきますよ。この時、しっかり

呼吸をしましょう。

それでは、肩の力をストンと抜きま

しょう。はい、ストン。肩が下がりま

したねえ。さらに肩の力を抜いたら、

もっと肩が下がることもあります。こ

の時の肩の感じを味わってください。」

※繰り返し

「どんな感じでしたか」

※①～④までを繰り返す。

・感じたことを発表する。

・ペアリラクセーションを行う。

①いすに楽な感じで座る。

（援助者はいすの後ろに立つ）

②目を閉じて気持ちを落ち着ける。

③肩の感じを味わう。

（援助者はゆっくりと肩に手を置く）

④両肩を耳に付けるように意識しながら

肩をあげる。

（援助者は動きに合わせて動かす）

⑤両肩の力を緩め肩をおろす。

（援助者は緩めている感じを感じ取る）

⑥肩（身体）の感じを味わう。

「後ろに立っている人は、ゆっくりと

ペアリラクセーションをしてみよう
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・体験後「どんな感じ？」と感想を聞き合

わせる。

分かち合い

振り返り

肩を包みこむように、優しく前の人の

肩に手を置きましょう。座っている人

は、手を置いてもらった肩の感じを味

わいましょう。

座っている人は、ゆっくり肩を耳に

つくくらいの気持ちであげましょう。

立っている人は座っている人の動きに

つき合ってあげましょう。この時、立

っている人は、腕やおなかに力が入っ

ていないか聞いてあげましょう。肩だ

けに力を入れるように伝えてくださ

い。

それでは、肩の力をストンと抜きま

す。立っている人は、力を抜くように

話しかけてあげましょう。肩の力が抜

けていますか。抜けていないようなら、

もっと抜けることを伝えてあげまし

う。もっと肩が下がることもあります。

この時の肩の感じを味わってくださ

い」

※繰り返し

「立っている人は、どんな気持ちだった

か聞いてみてください」

※③～⑥までを繰り返す。

・感じたことを発表する。

・ストレス反応質問用紙に記入する。

ペアリラクセーション

眄 授業後の児童の感想

「肩がスッとした」

「軽くて楽な感じになった」

「やる前とやった後の感じが違った」

「ホッとした」

「やったことで気分が楽になった」

「手を置かれたときには重かったけれど、離されたら軽い感じがした」

「少しゆったりとした気分になれた」

「友だちが手を離したとき、フワッと肩が気持ちよくなった」

「肩に手を置かれたとき熱かった」

「肩が重かったけれど軽くなった」

「リラックスしてだいぶん落ち着いて気持ちよかった」

「やってみて人とふれあったら心が広くなったり、温もりをすごく感じることが分かった」



３　授業以外での活用

・朝の会、終わりの会等での「リラックスタイム」として１分間程度、肩の力を抜いて「ホッ」と

する時間を確保する。

・緊張しそうな場面で、「リラックス呼吸法」や「セルフリラクセーション」等の課題を児童自らが

行っている。

・クラスの雰囲気が浮き足立った時等、「セルフリラクセーション」を行うことで落ち着きを取り戻

すことができる。

・家庭で親子が一緒に「ペアリラクセーション」を行い、親子のふれ合いにもなっている。

・友達が泣いていたり、困っている時等、自然と肩に手を置き、「ペアリラクセーション」を行って

いる。

参考資料

ストレス反応チェックリスト　P.62～P.65
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第２節　中学校におけるストレスマネジメント教育の実際

Ⅰ総合的な学習の時間におけるストレスマネジメントの実際

１　１時間目の指導案「ストレスとうまく付き合うには・ストレスマネジメントを学ぶ①」

盧　対　　　象　中学生

盪　時　　　間　総合的な学習の時間。２時間配当の１時間目

蘯　場　　　所　教室

盻　本時の目標　・日常生活のストレスについて考え、ストレスの概念を知る。

・友人との意見交換を通じて、様々なストレス対処法があることを知る。

眈　準　備　物　ワークシートNo.１（ストレスへの対処）

眇　展　　　開
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場　　面

＜導入＞25分

課題　１

課題　２

・ストレッサーとなるものの例をあげる。

「最近〔いやだな〕とか〔しんどいな〕

とか感じた経験はありませんか。そうい

った状態をよくストレスを感じると言っ

ていますが、今日はストレスについて考

えてみましょう」

・ストレス反応を知る。

・ストレス状況では、緊張と不安が高まる

ことを知る。

・自分にとってのストレッサーを知る。

・日常生活の中で体験しているストレッサ

ーを例に出して、ストレスとは何か考え

させる。

（例）テストや部活動の試合

学　　習

・自由に発言できる雰囲気をつくる。

・ストレスを感じたときの身体的、心理的、

行動的な変化を考え発表させる。

・教師の体験を話すことによって、誰にで

もストレスがあることに気づかせる。

・自分にはどのようなストレッサーやスト

レス反応があるのか記入させる。

活　　動　　内　　容 留　　意　　点

ストレスの概念について理解する

自分のストレスを知る

ストレッサー説明
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・ストレスを感じた時、どのように対処し

てきたか意見交換をさせる。

・気持ちが落ち着いた体験を発表させる。

・自分のストレスについてまとめさせる。

・生徒が自分なりに行っている対処法を認

め、さらに状況に応じた対処法を身につ

けることを奨励する。

・ストレスの軽減の一つにリラクセーショ

ンがあることを紹介し、次時の学習への

意欲を高める。

・プロスポーツ選手の実践を例に出し、興

味をもたせる。

課題　３

＜展開＞20分

＜まとめ＞５分

（例）

多忙な生活（勉強、進路、部活動）

対人関係（仲間、上級生、先生、家族）

身体の変化（第二次性徴）

環境の変化（入学、転校、事故、災害）

・自分のストレス反応を知る。

（例）

身体（頭痛、腹痛、肩こり）

心理（不安、憂鬱、イライラ）

行動（人や物にあたる）

・ストレス対処について考える。

（例）

物事を前向きに考える。

支えてくれる仲間をもつ。

趣味などで気分転換する。

身体や心をリラックスさせる。

・ストレッサーやストレス対処法には個人

差があることを知る。

・次時の学習内容について知る。

ストレス反応説明

ストレス対処について考える

個人差の説明

授業のまとめ



参考資料
①プレゼンテーション（Power Pointが必要です）

②ワークシートNo.１（ストレスへの対処）（次ページ）

【参考文献】

長谷川滋利（2002）「チャンスで勝つピンチで負けない自分管理術」幻冬舎
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①どのようなことでストレスを

感じますか

②ストレスを感じるとどのような

変化が起こりますか

ワークシートNo.１

ストレスへの対処
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年　　　組 名　　前

●ストレスについて知ろう

●ストレスの対処法を考えよう

ス　ト　レ　ス

ストレス反応（結果）ストレッサー（原因）



２　２時間目の指導案「よいストレス対処法を体験しよう・ストレスマネジメントを学ぶ②」

盧　対　　　象　中学生

盪　時　　　間　総合的な学習の時間、２時間配当の２時間目

蘯　場　　　所　教室

盻　本時の目標　・緊張すると力を十分発揮できないことを認識し、リラックスの重要性を確認する。

・リラックセーション体験により自分自身のストレスの変化に気づく。

眈　準　備　物　ストレス反応チェックリスト、ワークシートNo.２、クラシック音楽（ＣＤ）

眇　展　　　開
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場　　面

＜導入＞５分

ねらいの説明

心のアンケート

＜展開＞40分

課題　１

（10分）

・本時の学習内容を理解する。

①「前の時間はストレスの対処法につい

て考えましたが、みんなは緊張した時、

どのように緊張をほぐしていますか」

②「今日は緊張や不安を和らげる一つの

方法としてリラクセーションの実習を

行います」

・ストレス反応チェックリストに記入す

る。

・ストレスマネジメントの内容の説明を聞

く。

・デモンストレーションを観察する。

・全員一斉に実習を行う。

①「みんなが緊張するとき、例えば部活

の大会前やテスト前にどうなるかな」

「身体がギュと固くなるよね。でも、

いつも身体が固くしていると、ゆでる

前のスパゲティみたいに折れてしまう

こともあるよね。だから、時にはゆで

たスパゲティみたいに身体を柔らかく

することも大切なんだよね。それでは、

今から身体に順番に力を入れたり抜い

たりしてみよう」

②「気分転換する時に、どんなことをす

るかな」

③「背伸びをすることがあるよね。それ

・緊張する場面を思い出させ、どのように

リラックスしてきたか意見を出させる。

・ストレス状況での緊張と不安の軽減の一

つにリラクセーションがあることを知ら

せる。

・ストレス反応の前後の変化で、実習の

効果について確認させる。

・項目を読み上げながら一斉に行う。

・プロスポーツ選手の事例を紹介し、意欲

の高揚を図る。

・気持ちの持ち方で身体の動きが変わるこ

とを体験させる（鉄の棒をイメージする

ことで腕の硬さが変わることを体験させ

る）。

・椅子座位で行う。

足元から、手の先まで見える位置でデモ

ンストレーションを行う。

・コンタクト使用者には、強く目をつぶら

なくても良いことを伝えておく。

・やさしくゆったりとした声で行う。

活　　動　　内　　容 留　　意　　点

漸進性弛緩法を行う

弛緩法説明
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・「構えの姿勢」と「ホッとする姿勢」の

違いに気づくように配慮する。

・拒否反応がある場合には無理強いしな

い。

分かち合い

課題　２

（５分）

では、まず最初に背伸びをしてみよう。

手を組んで肘を伸ばして天井につくく

らい大きく背伸びをしてよう。その時

膝やつま先も一緒に伸ばしてみよう」

④「はい、ストンと力を抜いてみよう。

まだ、動かないで、身体が楽になった

感じを味わいましょう」

⑤「次は、両足を前に大きく投げ出して、

両手を下にたらしてみよう。背中も背

もたれに倒してみよう」

⑥「じゃあ右手をギュと強くにぎってみ

よう。左利きの人は左手からだよ」

「それじゃ力を抜いてみよう」「次は左

手だよ」

衢右手　衫左手　袁右足　衾左足　袞両手

衵両足　衽両手→両足　袵両手→両足→胸

衲両手→両足→胸→腰の順に続け、袂両手

→両足→胸→腰→顔を行う。

⑦「お風呂に入っている時をイメージし

てうんと身体の力を抜きましう」

・感想を出し合う。

・デモンストレーションを観察する。

・全員一斉に実習を行う。

【ホッとする姿勢】

①「次は、ホッとする姿勢です。自分が

リラックスできると思う姿勢をつくっ

てみてください。イスに座っていれば

どんな姿勢でもかまわないよ」

（20秒ほど間をとる）

【構えの姿勢】

②「構えの姿勢です。背もたれからこぶ

し一個分くらい背中を離して少し浅く

座ります」

③「両腕は、力を抜いて、だらんと横に

垂らします」

④「そして、頭のてっぺんからお尻まで

１本のしなやかな棒が通っているよう

に思って座ってください。自分の中に

一本のしなやかな軸をイメージしてみ

てもいいよ。腰が痛い人は、腰を反り

すぎていませんか」

⑤「身体の軸を少し前に倒したりうし

弛緩法まとめ

構えの姿勢

「ホッとする姿勢」と「構えの姿勢」の違いに気づく
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・椅子の正しい座り方について体験した

後、肩上げを行う。

・自分の身体に注意を向ける体験であるこ

とを伝える。

分かち合い

課題　３

（５分）

分かち合い

課題　４

（10分）

ろに傾けたりして、一番どっしりする

感じのところに身を据えます」

⑥「目を閉じると気持ちをさらに集中す

ることができます」（10秒ほど間をと

る）

⑦「こういう姿勢をつくるだけで、気持

ちがしゃきっとすることがあります」

⑧「はい、ホッとする姿勢にしましょう」

・感想を出し合う。

・デモンストレーションを観察する。

・全員一斉に実習を行う。

①｢構えの姿勢をとりましょう」

②｢頭からお尻まで１本の軸になるよう

に｣（構えの姿勢がとれているかどう

か確認する。とれていない生徒がいれ

ば、修正するように援助する）

③（構えの姿勢がとれているか確認した

あとに）「嫌でなければ目を閉じまし

ょう」

④「いっぱいに肩を上げてみましょう。

両肩が耳につくくらいあげましょう。

肩以外に力が入っていないか確かめて

みましょう。両肘や指先に力が入って

いませんか。顔はスマイルですよ」

（力が入っていたら抜くように指示し、

腰が反っている場合は、「おへそを引

っ込めて」と伝えるとよい

⑤「はい、肩の力を抜きましょう。ハイ、

ストーン。抜いたあとも、すぐ動かな

いで肩の感じを感じてみましょう。す

ると、もっと力が抜けることがありま

す」（５秒ほど間をとる）

⑥　③～⑤を２～３回繰り返す。その間

に、ストンと一気に抜いたり、ゆっく

り抜いたり力の抜き方を工夫するとよ

い。

・感想を出し合う。

セルフリラクセーション

セルフリラクセーションを行う

ペアリラクセーションを行う
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・人を援助する体験、援助される体験であ

ることを説明する。

・自分が力を出すために他者からの支援が

大切であることをスポーツ選手の例を出

して説明しておく。

・ペアは同性を原則とする。

・ペアになる相手がいない場合は、教師が

ペアになる。事前にペアをつくっておく

とよい。

・両手は、肩のみねに置く。手を置く強さ

はお互いに確認させる。

・小さな変化も見逃さず声を掛けることを

心がけるように指示する。

・体験後「どんな感じ」と感想を発表させる。

・何も感じない生徒には、何度か体験すれ

ば実感できることを伝える。

・リラクセーション体験により自分自身の

ストレスの変化に気づかせる。

・リラクセーション体験をしたことにより

自分の身体に敏感になり、ストレス反応

が上がる人もいることを伝える。

分かち合い

＜まとめ＞５分

振り返り

・デモンストレーションを観察する。

・全員一斉に実習を行う。

①「男子どうし、女子どうし二人ペアに

なってください。イスにすわっている

人がリラックスを体験する人、うしろ

に立つ人が手伝う人です。これから、

リラックスを体験する人をトレーニ

ー、手伝う人をトレーナーといいます」

②「それでは、トレーナーの人はトレー

ニーの人の肩に、『手をおきますよ。』

と言ってから赤ちゃんにふれるように

そっと手をおいてください」

③「トレーニーは、両肩を耳の方までゆ

っくりいっぱいまで引き上げましょ

う。その時トレーナーの人は両肩にふ

れたままトレーニーの動きに合わせま

しょう」

④「トレーナーはトレーニーががんばっ

ているのを手を通して感じましょう。

その時、『右肩がもう少しがんばると

いいですね』などやさしく励ましてく

ださい」

⑤「トレーニーの人は肩の力をさきほど

と同じように抜いてみましょう。トレ

ーナーの人はトレーニーの肩の力が抜

けるのを感じるようにしましょう。そ

して、力が抜けたのを感じたら『抜け

たよ』と教えてあげてください」

⑥「トレーナーはトレーニーに今どんな

感じですかと尋ねてみてください」

⑦「トレーナーはそっと手を離してくだ

さい。そして離した後の変化について

二人で話し合ってみてください」

・感想を出し合う。

・ストレス反応チェックリストに記入す

る。

・ふり返りシートに記入する。

ペアリラクセーション



眄 授業後の生徒の感想

・リラクセーションをやった時、初めは楽にならなかったけれど、２回目はすごく楽になった気が

しました。ペアでやっている時、肩を落とした時に、かなり力が抜けているのを感じました。ま

た、やってみようと思います。

・私はリラックスできたかはわかりませんでした。でもいろいろなリラックスの仕方がわかったの

でやってみようと思います。

・鉄の棒をイメージした時、本当に硬くなったので自分でもびっくりしました。部活動の試合の前

にリラクセーションをしようと思います。

・トレーニーになった時は、相手の肩の力が入ったり抜けたりするのがよくわかりました。される

側になると、最後は楽になりました。鉄の棒をイメージしたら本当に硬くなったからびっくりし

ました。

・自分がした時は、気持ちがリラックスしました。他の人がしている時、「すごく気持ちが良かっ

た」と言ってくれました。ストレスの解消法は思っていたよりもいろいろあってビックリしまし

た。これからストレスがたまった時は、リラクセーションやいろいろな気分転換をしてみたいで

す。あと、家の人にも教えてあげたいです。

・肩をリラックスした時、別に変わりはなかったけど、いろいろなことをするうちに楽しい感じが

わいてきました。

・今日は肩に力を入れたり、手に力を入れたりした。後で楽になるのもあったし、違和感があるの

もありました。自分にあったリラックスの仕方を見つけていきたいです。

・自分の腕を鉄の棒と思っていると、腕が曲がりにくくなってびっくりしました。あとペアで肩を

上げたり下げたりした時ちょっと眠たくなるような感じがしました。こういうリラックスの仕方

もあるんだとわかりました。家の人ともやってみたいと思います。

・あまり楽になったという感じはなかったけど、力のイメージとかはけっこうわかりました。

参考資料

①ワークシートNo.２（ふりかえりシート）（次ページ）

②ストレス反応チェックリスト　P.62～P.65
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ワークシートNo.２

ふりかえりシート

年　　　組 名　　前

●リラクセーションの感想を自由に書きましょう



Ⅱ　部活動におけるストレスマネジメントの実際

１　指導案「心のトレーニング・ストレスマネジメントを学ぶ」

盧　対　　　象　運動部部員

盪　時　　　間　部活動時間（80分）

蘯　場　　　所　教室

盻　本時の目標　・緊張すると力を十分発揮できないことを認識し、リラックスの重要性を確認する。

・リラクセーション体験により自分自身のストレスの変化に気づく。

・日常練習及び大会等で使える方法を工夫する。

眈　準　備　物　ストレス反応チェックリスト、ストレスマネジメント教育ビデオ、ワークシート

眇　展　　　開
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場　　面

＜導入＞５分

ねらいの説明

課題　１

（20分）

・本時のねらいを簡単に説明する。

「大会になると緊張してあがってしまう

という人はいませんか。練習では出来て

いたことが、本番の大会になると出来な

くて、悔しい思いをした人もいるかと思

います。

今日は、そのような人に効果のある練

習方法を紹介したいと思います。

一流のスポーツ選手がやっている心の

トレーニング方法の一つである[ストレ

スマネジメント]です。今日学んだこと

を生かして実力を発揮できる人が増える

ことを期待しています」

・ストレス反応チェックリストを行う。

「では、今の調子をみてみましょう」

・試合直前になると、心と身体はどうなる

かを話し合う。

①「試合直前になると、自分の心や身体

がどのようになるのかを思い出してみ

ましょう。思い出したら、プリントに

書き込んでみましょう。いくつ書いて

もかまいません」

・ストレスマネジメント教育におけるリラ

クセーション体験をすることを伝える。

・項目を読み上げて一斉に行うとよい。

・ストレス反応チェックリストの一つ一つ

の項目について、指導者が読み上げなが

ら行うようにする。深く考えないで、思

いついた項目に○を入れるように伝え

る。

・プリントにそれぞれ反応を記入する。

活　　動　　内　　容 留　　意　　点

自分のストレス反応を知る

ストレスチェック
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・多くは、心が緊張することで身体に起き

るストレスで、身体の正常な反応である

ことを知る。

・それらは自分でコントロール出来ること

を知る。

・試合前の身体の反応を思い出す。

「いくつか紹介してもらいましょう」

①お腹

「そうですね。急にお腹が痛くなった

り、トイレに行きたくなったり。これ

は、心が緊張するとお腹に伝わり、身

体を硬くするので内蔵が圧迫されて膀

胱が小さくなります。すると少しの尿

でもいっぱいになってすぐトイレに行

きたく感じてしまうのですね」

②肩、身体の緊張

｢思わず肩や腕に力が入ると、軽く動

かす事が出来なくなってしまいます

ね。それらは、緊張したときに起きる

自然な反応なのです。強い緊張を感じ

ると心は〔大変だ。いつもと違うぞ〕

と感じて、見えない敵に対しても身体

を硬くして守る事で対処しようとしま

す。肩や腰にも必要以上に力が入るの

はそのためです」

③心臓ドキドキ

｢心臓も不意のできごとに対して、い

つでも対処できるように対応しようと

します。それで、体中に早く血液を送

り込もうとします。その結果、呼吸数

も増え心臓もドキドキするのです」

④睡眠・食欲

｢試合の始まる何時間も前から緊張し

だしたり、人によっては、前の日から

そのような状態になってしまう人があ

ります。試合前夜に眠れない人は、身

体に余分な力が入ったままになってい

ることがあります。

これでは身体もたまったものではあ

りません。人の身体は緊張すると、胃

腸が働いて食べ物を消化させるために

使うエネルギーさえ、使わせないよう

になります。緊張をすると食欲が無く

なるのはこのためです。このように必

要以上に緊張すると、食欲が無くなり、

エネルギー切れで十分な力が発揮でき

ないこともあるわけです」

・ストレス反応の仕組みを知る。

｢このように、大きい大会とか、試合な

ストレス反応Ⅱ

ストレス反応Ⅰ
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・スポーツ選手がストレスマネジメントを
行っている場面のビデオを見ることによ
り、リラクセーション体験の概要を知ら
せる。

・拒否反応がある場合には無理強いしない
が、体験している人の迷惑にならないよ
うにすることを伝える。
・覚醒動作を練習させてから行う。
・足を伸ばしてもよい。
・足元から、手の先まで見える位置でデモ
ンストレーションを行う。
・コンタクト使用者には、強く目をつぶら
なくても良いことを伝えておく。

課題　２

（10分）

課題　３

（10分）

どのストレスのもとを「ストレッサー」
といいます。それに対して起こるさまざ
まな身体や心の変化を、「ストレス反応」
といい、対処する方法を「ストレスコー
ピング」といいます。
十分に素振りをして身体を慣らしてお
くのも、良い対処法の一つです。逆に良
くない対処があります。例えば、うまく
いかない原因を相手のせいにして人を傷
つける言葉を言ったり、自分を傷つけた
りすることです。食べ過ぎ飲み過ぎや、
全く飲まない食べない事も自分の身体を
傷つけることになります。
試合前の適度な緊張は必要です。しか
し、その緊張が必要以上に強かったり、
試合の始まるずっと前から長時間続いた
りすると、本来の試合で使うはずのエネ
ルギーが無駄に消耗されてしまいます。
このような、行き過ぎた緊張（ストレ
ス反応）を自分でコントロールできる方
法があります。それが、「ストレスマネ
ジメント」です。

「オリンピック選手や、一流のスポーツ
選手はプレッシャーに勝つために、この
トレーニングを取り入れて練習をしてい
ます。その様子を今からビデオで見てみ
ましょう」

・デモンストレーションを観察する。
｢今見たビデオの中で野球選手がやって
いた漸進性弛緩法を行います。これは、
身体の部分に順番に力を入れていって、
抜く方法です。力を入れることがどんな
ことなのか、抜くことがどんなことなの
かを具体的にやってみて気づく方法で
す」
｢では最後に行う覚醒動作を初めに確認
しておきます。手や足を曲げて伸ばして、
曲げて伸ばして、手のひらもグーパーグ
ーパーしてみてください。そしてぐーん

ストレス症状

ストレス対処法

ストレスマネジメント教育のビデオを見る

漸進性弛緩法をする
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・同性二人一組になる。

・肩を上げずに肩の力が抜けたような開放

感を感じる方法。

・押さえ方がきつくないか、軽すぎないか

確認する。

・ふざけて行うような生徒がいれば、動作

を中断させて、正しい方法を教えるよう

に援助する。

課題　４

（10分）

課題　５

（５分）

と背伸びをして、パッと目をあけます。

練習できましたか。これを一番最後にし

ますからね。覚えていてください。後は、

指示通り一つ一つやっていくとできます

からね。途中でわからないところが出て

きた人は、軽く手を挙げてください」

｢では、始めます」

・全員一斉に実習を行う。

・全員一斉に実習を行う。

肩を上げない方法

①｢同性同士ペアになります」

②｢前の人は椅子に腰掛けます。背もた

れにはもたれないで『頭からお尻まで

１本の軸になるように』座れているか

見てあげましょう」

③｢後ろの人は、前の人の肩に両手をそ

っと置きます。そして、ゆっくり力を

入れて両肩を押さえます。肩を押さえ

たことによって、少し反動が返ってく

る所までです。痛く感じるようでは押

さえすぎです」

④｢そして、１・２・３でそおーっと両

手を離します」

⑤｢『どんな感じ？』と前の人に聞いてみ

てください」

・全員一斉に行う

・一人で肩を上げる方法

「先ほどは、友達の力を借りて、肩をリ

ラックスする方法をやってみました。試

合直前では、人に手助けしてもらわなく

ても、自分一人でも出来る方法があると

助かりますね。今度は、一人で出来る方

法をやってみましょう」

①｢『まっすぐに座りましょう』と励ます」

②｢頭からお尻まで１本の軸になるよう

にしましょう。背もたれにはもたれま

せん」

（まっすぐの姿勢がとれているかどう

漸進性弛緩法

ペアリラクセーション

ペアリラクセーション

セルフリラクセーション
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課題　６

（５分）

か確認する。とれていない生徒がいれ

ば、修正するように援助する）

③「両肩先が耳に着くぐらいまで上げて

みましょう。いっぱいに肩を上げたら、

肩以外に力が入っていないか確かめて

みましょう。両肘や指先に力が入って

いませんか。

腰は反ってないですか、足に力が入

ってないですか。顔はスマイルですよ」

（腰に力が入っていたら抜くように指

示し、腰が反っている場合は、「おへ

その力も抜いて良いですよ」と伝える

とよい）

④「はい、肩の力を抜きましょう。ハイ、

ストーン。抜いたあとも、すぐ動かな

いで肩の感じを感じてみましょう。す

ると、もっと力が抜けることがありま

す」（５秒ほど間をとる）

⑤「はい、背もたれにもたれて。よくが

んばったねと自分にプラスのメッセー

ジを送りましょう」

⑥①～⑤を２回ほど繰り返す。ストンと

肩の力を一気に抜いたり、ゆっくり抜

いたりする方法があるが、本人が望む

方法を聞いてするとよい。

・踏みしめの説明をする

「足を握り拳一つ分開けてまっすぐに立

ちます。前を向いたまま、膝をゆっくり

折っていきます。足の裏が浮かないよう

に、しっかりと地面を踏みます。そして、

またゆっくりと立ち上がっていきます。

２～３回ほど行ってみます。踏みしめを

することで、緊張して足元が不安定であ

った人も落ち着いて､冷静にプレーをす

ることができますね」 踏みしめ

セルフリラクセーション

踏みしめを行う



―41―

・リラクセーション体験により自分自身の

ストレスの変化に気づく。

・リラクセーション体験をしたことにより

自分の身体に敏感になり、その結果スト

レス反応があがる人もいることを伝え

る。

・具体的な活用場面についても考えさせる

とよい。

課題　７

〈まとめ〉（５分）

振り返り

・ストレス反応チェックリストに記入す

る。

・まとめを聞く。

「今日は、大会前のプレッシャーに勝つ

方法について学びました。

ストレスの本質を知り、それに正しく

対処していく方法を身につけることは、

部活動だけでなく、テストにも応用する

ことが出来ます。

今日習った方法を実践で生かせるよう

に、工夫してみましょう。また、このよ

うな方法でなくても、音楽を聴いたりし

てリラックスする方法もあります。

例えば、マラソンの高橋尚子選手はス

タート直前まで、好きな曲を聴いて良い

イメージを作って試合に臨む方法をとっ

ています。それぞれ、自分に合った方法

を見つけてみるのも良いと思います」

・ふり返りシートに記入する。

まとめ

ストレス反応の変化を知る

参考資料

①ワークシート（次ページ）

②ストレス反応チェックリスト　P.62～P.65

【参考文献】

冨永良喜・山中　寛（1999）「動作とイメージによるストレスマネジメント教育・展開編」北大路書房



ワークシート

ストレスについて知ろう

年　　　氏名

①どのような場面でプレッシャーを感じますか

②その時心と身体はどうなるかな？

③試合でプレッシャーを感じた時にしていることは？

作：門野　明子
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ストレスコーピング（対処）

ストレッサー（原因）

ストレス反応（結果）

からだ こころ



場　　面 活　　動　　内　　容 留　　意　　点

〈導入〉15分

本時の目標確認

課題　１

ストレスの自覚

ストレス度測定

〈展開〉30分

ストレスの基礎

的知識の獲得

ストレス対処法

の紹介

・本時の目標を聞く。

・自分のストレスについて考える。

・ストレス反応チェックリストをする。

・ストレスに関する基礎的な説明を聞く。

・各自のストレス対処法について考える。

・ストレスに気づき対処法を考える授業で

あることを簡単に伝える。

・身近な体験から想像させ発表させる。班

活動を利用すると効果的である。

・自分のストレス状態を知り、積極的に対

処法を考えるきっかけにする。

・ストレスの定義や種類、影響などに関し

て資料等で簡単に伝える。

・できるだけ多くの対処法を発表させ、適

切な方法について考えさせる。
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第３節高等学校におけるストレスマネジメント教育の実際

Ⅰ総合的な学習の時間におけるストレスマネジメントの実際

１　１時間目の指導案　「ストレスって何？　効果的な対処法は？」

盧　対　　　象　高校生

盪　時　　　間　総合的な学習の時間。２時間配当の１時間目

蘯　場　　　所　教室

盻　本時の目標　・ストレスに関する基礎的知識を得るとともに、自らのストレスに気づき、有効

なストレス対処法について考える。

眈　準　備　物　ストレスチェックリスト、資料（プリント、ビデオなど）、カセットデッキ

眇　展　　　開

自分のストレスや対処法を知る

ストレスについての説明①

ストレスについての説明②
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課題　２

（５分）

（10分）

・音楽を聞く。

・イメージ呼吸法を体験する。

①「私達がいつもしている呼吸より、も

っとリラックスできる呼吸法（腹式呼

吸）があります」

②「楽な座り方で、できればお腹に両手

をあててみてください」

③「ゆっくり口から息を吐いていきまし

ょう。その時一緒にお腹の中の空気も

出すようにします」

④「吐き終わったら、今度は鼻から息を

吸ってください。お腹の中に空気をい

っぱい入れましょう」

⑤「自分のリズムで繰り返しましょう。

お腹が上下しているのがわかります

か」

⑥「目を閉じると、もっとよくわかりま

すよ」

⑦「慣れてきたら、吐く時には心のイラ

イラを一緒に吐き出しましょう。吸う

時には何かいい香りや気持ちの良いも

のを一緒に吸い込むようにイメージし

ましょう」

《１～２分様子を見た後》

⑧「それでは今度は、自分にとって気持

ちの良い場面をイメージしてみてくだ

さい。海や山など自分が気持ちが良い

と感じることができる特別な場所でも

いいですし、のんびりと自分の好きな

釣りなどをしているところでもかまい

ません。とにかく自分がゆーったりと

している場面をイメージしてみてくだ

さい」

《１～２分様子を見た後》

⑨「目を閉じている人は、ゆっくりと開

けてください。どうでしたか、どんな

イメージが思い浮かびましたか。それで

は、ゆったりしている体を目覚めさせま

す。グーッと背伸びをしてください」

・リラックスできる音楽や自然の音などを

聞かせる。

・イメージや呼吸法の効果について適切な

資料があれば、動機づけに利用する。

・楽な座り方を各自に確認させる。

①「自分が楽だと思える姿勢をしてみて

ください」

②「人によって楽だと感じる姿勢は様々

です。リラックス感を体験する時、一

般的には椅子に適度に深く座り、軽く

背もたれに背中をつける姿勢が良いと

されています」

③「それでは、その姿勢をしてみましょ

う。全身の力は抜いて、手はひざの上

に置きましょう」

・実際に座っている写真等を示しながら、

また写真等が無い場合は、目の前で座っ

て見せながら行なうとわかりやすい。

・目を閉じた方が感じやすい点を伝える。

・決して強制しないよう、十分注意する。

効果的なストレス対処法を体験する

イメージ呼吸法①
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課題　３

（15分）

・『受けとめ方』を変える具体例について

説明を聞く。

①「同じ出来事でも、ストレスを感じる

人と感じない人がいますよね。どうし

て人によって違うのでしょうか」

②「感じ方が違うのは、人それぞれ、そ

の出来事へのとらえ方（受けとめ方）

が違っているからですね」

③「図を見てください。例えば、中間テ

ストで数学が全く出来なかったとしま

す。これが出来事（Ａ）です。そのこ

とで、『進級できるかどうか不安で仕

方がない』と思う、これがストレス反

応（Ｃ１）です。またそれとは逆に、

『大丈夫、期末テストで頑張ろう』と

いうストレス反応（Ｃ２）もあります

ね。それぞれの反応の違いは、どんな

受けとめ方から生まれるのでしょう

か。（Ｂ１）（Ｂ２）の部分に、それぞ

れ書いてみてください」

《意見を聞いた後》

④「（Ｂ１）は『テストでの失敗は許され

ない』という受けとめ方、（Ｂ２）は

『失敗しても次回で挽回すれば良い』

という受けとめ方をしていますね。こ

のように、同じ出来事でもそれをどう

受けとめるかによって、ストレスの感

じ方が違ってくるのです。大切なのは、

・リラックスできる音楽などを併用すると

効果的である。また、「今日一日楽しく

過ごせるでしょう」などのプラスメッセ

ージを加えていくとよい。

・力を抜きリラックスできている状態ほど

良いイメージを描きやすい、ということ

を伝える。決して強制せず、繰り返して

いくうちに自然とイメージすることがで

きるようになる点を強調する。

・またイメージが思い浮かばない場合も十

分あることを説明する。マイナスのイメ

ージを思い描いた場合も、それが決して

特別なことではなく、様々なことを思い

描く方が普通である点を伝える。

・『受けとめ方』の違いによって、ストレ

ス反応も異なることに気づかせる。

・できるだけ身近な具体例がよい。

ストレッサーへの『受けとめ方』を変化させる

イメージ呼吸法②

ストレッサーへの『受けとめ方』
を変えさせる①

ストレッサーへの『受けとめ方』
を変えさせる②
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出来事そのものよりも、その出来事へ

の『受けとめ方』なのです」

⑤「それでは、みんながストレスを感じ

ていることについて、具体的に見てみ

ましょう」

・自分の場合について考える。

①「今、自分がストレスを感じている出

来事を、３つあげてください。毎日の

生活を思い出してみて、『嫌だなあ、

ストレスを感じるなあ』と思っている

ことを（Ａ）の部分に書いてください」

②「それぞれの出来事で、心や体はどん

な状態になりますか。ストレス反応

（Ｃ１）の部分に書いてください」

③「とてもストレスが高い状態を10点、

低い状態を０点とすると、それぞれの

出来事は何点ぐらいになりますか。

（Ｄ１）の部分に書いてください」

④「では、そんな状態になるのは、どん

な受けとめ方をしているからでしょう

か。（Ｂ１）の部分に書いてください」

⑤「これとは逆に、どんな受けとめ方を

するとストレスをあまり感じなくてす

みますか。（Ｂ２）の部分に書いてく

ださい」

⑥「そのような受けとめ方をした場合の、

心や体の状態はどんな感じになります

か。（Ｃ２）の部分に書いてください」

⑦「そのような感じを、先ほどの０点～

10点の得点で表すと、何点ぐらいにな

りますか。（Ｄ２）の部分に書いてく

ださい」

⑧「どうですか。受けとめ方を少し変え

てみることで、ストレスの感じ方が変

わりましたか」

⑨「人がストレスを感じやすい受けとめ

方には、次のようなものがあります。

試験を例にあげると、まず、『良い点

を取らなければならない』という受け

とめ方で、願いと現実との間にズレが

できます。次は『試験が失敗したら何

もかも絶望的だ』という受けとめ方で、

他のことまで悲観的にとらえてしまい

ます。そして次は『良い点を取れない

自分はダメな人間だ』という受けとめ

・自分の『受けとめ方』が変化することに

よって、気持ちにも変化が生じることを

実感させる。

・共通した出来事にも人それぞれ違った受

けとめ方があり、それが異なった反応を

引き起こしている、という点を特に強調

し、認識させる。

・教示はゆっくりと、順を追って行なう。

また、ストレス反応を得点化させること

によって、両者の違いを意識させ、『受

けとめ方』を変える対処法の効果を実感

させる。

・時間があれば発表させると良いが、その

際、決して強制しないよう注意する。

ストレッサーへの『受けとめ方』
を変えさせる③

ストレッサーへの『受けとめ方』
を変えさせる④
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課題　４

話し合い

アンケート

〈まとめ〉５分

本時のまとめ

次時の予告

方で、問題の解決より非難を優先して

しまいます。最後は『試験に失敗する

のは耐えられない。』という受けとめ

方で、自分の耐える力を実際より低く

見ています。以上のような受けとめ方

は、自分に対してだけでなく、他人に

対して感じる時もあります。この受け

とめ方によって、人はストレスを感じ

やすくなるのです。みんな、今言った

４つの場合と同じような受けとめ方を

していませんか。自分の受けとめ方の

パターンを知り変化させることで、ス

トレスを軽減できるのです」

・対処法の体験について、感想などを出し

合って振り返る。

・本時の内容を再確認する。

・次時の内容を確認する。

・時間があれば、班単位で話し合わせ、報

告させるとよい。

・ストレスに関する一般的知識や具体的対

処法について、簡単にまとめる。

・次の時間までに、今回の対処法を実践し

てみることを提案する。

各自の体験を振り返る

ストレッサーへの『受けとめ方』
を変えさせる⑤
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ワークシート

ストレッサーへの『受けとめ方』を変える
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自分の場合について（授業での記述）
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参考資料２

ストレッサーへの『受けとめ方』を変える（４種類のイラショナル・ビリーフ）

＊イラショナル・ビリーフ → 人間の悩みのもとになる考え方で、不合理で非理性的で間違った信

念のこと。様々な問題は、他者や環境に原因があるのではなく、そ

の人の間違った信念が大きく影響していると考える。その具体的内

容は、次の４種類に分類されている。

①『ねばならぬビリーフ』 →「人に好かれなければならない」「良い点を取るべきだ」など、事実

と願望の区別がない考え方。

②『悲観的ビリーフ』 →「お先真っ暗」「救いがない」など、状況を絶望的にとらえてしまう

考え方。

③『非難、卑下的ビリーフ』 →「私はダメな人間だ」など、自分や他者を非難し、他者からの攻撃

を防いだり、責任を回避したりする考え方。

④『欲求不満低耐性ビリーフ』→「我慢できない」「耐えられない」などといった表現をとる考え方。
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場　　面 活　　動　　内　　容 留　　意　　点

〈導入〉10分

前時の振り返り

本時の目標確認

課題　１

〈展開〉35分

ストレス対処法

の体験

課題　２

（25分）

・前時の全体的な流れを再確認する。

・本時の目標を聞く。

・前時の対処法を再体験する。（10分）

・音楽を聞く。

・イメージ呼吸法を体験する。

・漸進性弛緩法のビデオを見る。

・漸進性弛緩法の説明を聞く。

①「これまでの方法に加えて、今日は別

の方法を紹介します。漸進的筋弛緩法

という方法です」

②「詳しくはこれからビデオで見ていき

ますが、簡単に言うと、体に力を入れ

た時と抜いた時の違いを感じることで

リラックス状態を実感していく、とい

う方法です。それでは見てみましょう」

《ビデオで、具体的な手順や効果など

について、簡単に説明した後》

③「どうでしたか。力を十分に入れた後

それを一気に抜くことによって、体全

体に力の入っていない状態を作り出す

・本時までに、どのような対処法を実践し

てみたか尋ねてみる。

・ストレス対処法を体験し実感することが

中心課題であることを伝える。

・楽な座り方をさせた後に行なう。

・腹式呼吸法について再確認する。

・無理に思い描かせることがないよう、充

分に注意する。

・『受けとめ方』を変化させる対処法につ

いて前回体験したことを伝え、再度確認

させる。

・筋肉の緊張と弛緩とがリラックス体験に

繋がることを意識させる。

２　２時間目の指導案　「ストレス対処法を体験しよう！」

盧　対　　　象　高校生

盪　時　　　間　総合的な学習の時間。２時間配当の２時間目

蘯　場　　　所　教室

盻　本時の目標　・ストレス対処法を体験し自分に合った方法を確認するとともに、ストレスマネ

ジメントの重要性を認識する。

眈　準　備　物　資料（プリント、ビデオなど）、カセットデッキ

眇　展　　　開

効果的なストレス対処法を体験する

漸進性弛緩法を体験する
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ことができます。それがリラックス体

験です。それでは実際にやってみまし

ょう」

・漸進性弛緩法の実際を見る。

・具体的な様子を観察する。

①「今日は椅子に座った状態でやってみ

ます。楽な姿勢をして軽く背もたれに

背中をつけます。両手はひざの上でも

いいですが、真横に垂らした方がよく

感じられるかもしれません」

②「姿勢ができたら、まず右手をグッと

強く握ります。体の中で右手だけに力

が入っているのがわかります。この時

目を閉じてみると、より強く実感でき

ます。（20秒程度の後）次に、右手の

力を一気にストーンと抜きます。その

後の右手の感じに注目します。力がと

ても抜けた状態です」

③「同じことを、今度は左手で行ないま

す」《右手と同様に行なう》

④「その次は、右足です。足のつま先だ

けを強く上に上げてください。ふくら

はぎの部分や太もものところに力が入

って、かたくなっているのがわかりま

す。しばらくした後、一気につま先を

下ろして、足の力をストーンと抜きま

す。右足の感じに注目してください」

⑤「同じことを、今度は左足で行ないま

す」《右足と同様に行なう》

⑥「次はお腹です。グッとお腹に力を入

れます。お腹全体がかたくなっている

のがわかります。しばらくした後、一

気にお腹の力をストーンと抜きます。

お腹の感じに注目してください」

⑦「そして顔です。歯を食いしばって、

目をギュッと強く閉じてみてくださ

い。顔全体に力が入っているのがわか

ります。しばらくした後、一気に顔の

力をストーンと抜きます。顔の感じに

注目してください」

⑧「最後にこれまでの全部を合わせます。

右手を強く握ります。次は左手。右足、

左足、お腹、顔 。体の全てに力が入

った状態です。体がかたくなっている

のがわかります。次に少しずつ力を抜

・体の緊張と弛緩との違いを感じることが

大切である点を強調する。

・手順が混乱する可能性があるので例示は

ゆっくりと行なうよう心がける。

・例示は直接やって見せてもよいし、誰か

生徒に代表でやってもらってもよい。ゆ

っくりと示すことが大切で、また体の微

妙な変化を感じることが重要である点を

おさえておく。

漸進性弛緩法①

漸進性弛緩法②
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課題　３

話し合い

アンケート

〈まとめ〉５分

本時のまとめ

いていきます。まず顔をストーン。次

にお腹。両足。両手。全ての力が抜け

た状態です。その感じを十分に実感し

てください。これがリラックス体験で

す。それではみんなでやってみましょ

う」

・漸進性弛緩法を体験する。

・実際に体験する時

①｢実際にみんなでやってみましょう。

自分のできる範囲で参加してくださ

い。力を入れた時と抜いた時の体の違

いを感じることが大切です｣《上記の

教示に沿って全員で行う》

②｢どうですか。力を入れた時と抜いた

時の、体の違いを感じられましたか。

力を一気に抜いた時の感じ方は、人そ

れぞれだと思います。ジワーっと熱く

感じる人もいるでしょうし、重たく感

じる人もいるでしょう。その力の抜け

た状態がリラックスした状態で、スト

レスで緊張した心や体を同時に和らげ

てくれるのです｣ 

・本時に体験した対処法について、感じた

ことを話し合う。

・前時に体験したストレッサーへの『受け

とめ方』を変える方法と、漸進性弛緩法

とのつながりについて考える。

・本時の内容を再確認する。

・参加を決して強制せず、できる限り生徒

個人の気持ちを尊重する。リラックス感

が得られなかった場合は、繰り返し行っ

ていくことで体感できるようになること

を伝える。

・自分の体に気持ちを向けることが大切で

あることを伝え、体の微妙な変化に気づ

くことの重要性を強調する。

・緊張と弛緩の感覚の違いを実感させ、リ

ラックス感を体験させる。

・手や足などの「部分」から「全体」の感

覚に広げていくようにする。

・決して強制せず、自分のできる範囲で参

加させる。

・班単位で話し合わせ報告させる場を持つ

と、体験を共有しやすい。

・良い『受けとめ方』ができない時、体の

力をフワッと抜くことができると、『受

けとめ方』にも変化が見られることを伝

える。

・他のストレス対処法について、簡単にプ

リント等で紹介する。

・自分に合った方法を発見し身につけてい

くことが大切である点を伝える。

・実生活で活用していくことを提案する。

各自の体験を振り返る

漸進性弛緩法③
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眄 授業後の生徒の感想

・次にストレスでイライラしたら、呼吸法や弛緩法をしてみようと思った。特に弛緩法は本当に

リラックスした気がした。ストレスがたまるかは自分次第だから、前向きにやっていけたらい

いな。

・こんなにいろいろな解消方法があるなんて知らなかった。そして、受け止め方を変えることに

よって気持ちが明るくなったり、暗くなったり、ちょっとしたことで気持ちがすごく変わるこ

とがわかった。すごく勉強になった。

・腹式呼吸をすると、他の部分の力も抜けて少し楽になった。力を抜くことって、これほど影響

があるんだなあと思った。

・緊張することがあるので、そういう場面になった時は、よく深呼吸をしていました。今度から

は腹式呼吸をしようと思います。考え方一つでストレスの感じ方が違うことがわかってよかっ

た。

・よく考えれば、ストレスフルな状態になっていることが多いなと思いました。日頃はストレス

なんて感じてないと思ったけど、実際は違いました。やっぱりストレス発散は大切だと思いま

した。

・受け止め方を変えることって、むずかしいことだと思う。

・ストレスの解消方法は、自分で知らないうちにわかってると思うよ。

【参考文献】

竹中晃二（1998）「子どものためのストレスマネジメント教育」北大路書房

國分康孝（1999）「論理療法の理論と実際」誠信書房

冨永良喜・山中　寛（1999）「動作とイメージによるストレスマネジメント教育・展開編」北大路書房
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場　　面 活　　動　　内　　容 留　　意　　点

〈導入〉

15～30分

ねらいの説明

課題　１

・「心の中が整理できない状態で、混乱し

ているみたいだから簡単な心理ゲームで

絵を描いてみる？」と持ちかける。

・紙を渡して刺激図について説明し、自分

の好きなようにどんな順番でもいいから

描くよう説明する。

・あくまで本人がやってみたいという気持

ちになるよう支援する。

・今回はワルテッグ描画テストを利用す

る。

・絵を描くのが苦手な場合やしんどくて何

もしたくない時には少し横になって も

いいことや絵が苦手な生徒には文章完成

法などを使用して、コミュニケーション

をとる。

・本人の反応をみながら実施する。

・「出来上がったら合図してね」と言って

静かで落ち着ける場所で一人の時間を確

保する。

・さりげなく本人の様子を観察する。

Ⅱ保健室におけるストレスマネジメントの実際

１　１回目の指導案「保健室でのストレスマネジメント」

盧　対　　　象　保健室来室者：過敏性腸症候群で「最近何も手につかない」と来室した生徒

（過去にも来室し病院で上記の診断を受ける）

盪　時　　　間　来室時間中　約45分

蘯　場　　　所　保健室

盻　本時の目標　・心身をリラックスすることでストレスを軽減することができることに気づかせ

る。

・自分自身でできるリラクセーションの技法を身につけさせる。

眈　準　備　物　心理ゲームの用紙

眇　展　　　開

描　　　　　　画

導入　心理テスト

描画中
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課題　２

〈展開〉20分

導入

課題　３

説明

実習

・絵が表現する世界について語り合う。

・違う角度で自分を見つめてどうだったか

確認する。

・不安の解消法の一つにセルフ・リラクセ

ーション法があることを説明し、やって

みる気持ちがあるかどうか確認する。

・「まずホッとする姿勢をしてみよう」

・一番楽だなあと思う座り方を経験させ

る。

・「では今度はきちんとした座りかたをし

てみよう」

・「もう一度楽な姿勢をとってみよう」

①「構えの姿勢です。背もたれから背を

離して少し浅く座ります」

②「両腕はだらんと横に垂らします」

③「そして、頭のてっぺんからお尻まで

１本のしなやかな軸を通します。腰は

痛くありませんか。腰が痛いときは、

腰を反りすぎています」

④「身体の軸を少し前に倒したりうしろ

に傾けたりして、一番どっしりする感

じのところに身を据えます」

⑤「目を閉じると気持ちをさらに集中す

ることができます」（10秒ほど間をと

る）

⑥「こういう姿勢をつくるだけで、気持

ちがしゃきっとすることがあります」

⑦「はい、ホッとする姿勢にしましょう」

教師：デモンストレーション

生徒：肩のセルフ・リラクセーション

①「構えの姿勢をとりましょう」と励ま

す。

②「頭からお尻まで１本の軸になるよう

に」（構えの姿勢がとれているかどう

か確認する。とれていなければ、修正

するように援助する）

③（構えの姿勢がとれているか確認した

あとに）「嫌でなければ目を閉じまし

・共感しながら語り合う

・客観的に自分を見る訓練も必要であるこ

とを実感できるような時間にする。

・過敏性腸症候群からくる不安定さにもふ

れる。

・教師も一番楽な姿勢をとるようにする。

・心からリラックスできているか肩にそっ

と手をおいてみる。

・リラックスしていることがこちらにもわ

かる事を伝える。

・構えの姿勢に対するイメージが湧くよう

説明する。

・力が入る、抜けるを実感するよう４、５

回は繰り返す。

・緊張と弛緩を経験することで心の弾力性

も戻ることを説明する。

・椅子の正しい座り方について体験した

後、肩上げを行う。

・自分の体に注意を向ける体験であること

を伝える。

ホッとする姿勢を知る

肩のリラクセ－ションを経験する
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〈まとめ〉５分

ょう」と励ます。

④「いっぱいに肩を上げたら、肩以外に

力が入っていないか確かめてみましょ

う。両肘や指先に力が入っていません

か。顔はスマイルですよ」（力が入っ

ていたら抜くように指示し、腰が反っ

ている場合は、「おへそを引っ込めて」

と伝えるとよい）

⑤「はい、肩の力を抜きましょう。ハイ、

ストーン。抜いたあとも、すぐ動かな

いで肩の感じを感じてみましょう。す

ると、もっと力が抜けることがありま

す」（５秒ほど間をとる）

⑥③～⑤を２～３回繰り返す。（その間

に、ストンと一気に抜いたり、ゆっく

り抜いたり力の抜き方を工夫するとよ

い）

・肩のリラクセーションの感想

・セルフとペアの違いの感想

・どちらが自分にとってホッとするかなど

話し合う。

・慣れてきたところで生徒の肩に手を置

き、ペアリラクセーションについても触

れる。

・本人の顔色や症状について触れ､集中し

ている時には最初に訴えていた症状はど

うだったか、気持ちはどうなったか、な

どについて話し合う。

リラクセーション

眄　第１回目の効果

心理ゲームの結果を話し合ううちに、自分の見えてなかった部分に気づき、少し元気がでた。

その上で、相談活動の延長としてリラクセーションを経験したところ、「自分を引き受けていこう

という気持ちになった」という声が聞けた。これは心がやわらかくなって、素直な自分に戻るき

っかけと、自分と向き合う機会をリラクセーションという経験をとおして実感したからであると

思われる。
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場　　面 活　　動　　内　　容 留　　意　　点

〈導入〉５分

ねらいの説明

〈展開〉12分

課題　１

実習

・テストというだけで緊張があり、その上

いつトイレに行きたくなるかわからない

不安もかかえているので、気分を落ち着

かせる目的で行うことを伝える。

・ホッとする姿勢と構えの姿勢を数回交互

に繰り返す。（２分）

・ペアリラクセーションを行う。（10分）

・前回少し体験したことにふれ、肩におい

た手のぬくもりを感じるかどうか確認す

る。

・健康状態、心理状態をよく観察しておく。

・拒否反応がある場合には無理強いしな

い。

・椅子座位で行う。足元から、手の先まで

見える位置でデモンストレーションを行

う。

・ホッとする姿勢だけでもゆっくりする気

分になれることを確認する。

・構えの座り方について体験した後、援助

者は椅子の後ろに立つ。

・自分の体に注意を向ける体験であること

を伝える（目を閉じても開けていてもよ

い）

・安心感が伝わるような手の置き方に留意

する。

・両手は、肩のみねに置く。手を置く強さ

はお互いに確認しあう。

２　２回目の指導案「心身のリラクセーションを体験しよう」

盧　対　　　象 保健室来室者：過敏性腸症候群で前回セルフリラクセーションを経験した生徒

盪　時　　　間　テストの開始まで 約20分

蘯　場　　　所　保健室

盻 本時の目標　・自分自身でできるリラクセ－ションの技法及びペアリラクセーションについて体

験する

眈　準　備　物　

眇　展　　　開

ペアリラクセーションを体験する

リラクセーション事前面談
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〈まとめ〉３分

振り返り

・肩に力を入れさせ、言葉で伝える。

・力をゆっくり抜くようにさせ、その状態

を言葉で伝える。

・力が入る抜ける動作を繰り返す。

・感想を聞き、テスト中は安心して保健室

で受けてよいことを伝え、不安になった

時、肩のぬくもりを思い出したり自分で

力を入れたり出したりしてよいことを伝

える。

・一体感があればこちらの気持ちも伝え

る。

・リラクセーション体験により自分自身の

ストレスの変化に気づく。

・リラクセーション体験をしたことにより

自分の体に敏感になりストレス反応があ

がる人もいることを伝える。

・リラックスした状態で試験を受けにくい

ようなら、構えの姿勢を指示してテスト

に備える。

ペアリラクセーション

眄　第２回目の効果

せっぱ詰まっている気持ちは、誰かに気持ちを共

有してもらうことだけで少し楽になるが、場面がテ

スト中ということもあり、前日くらいにできればな

およかったと思う。

体がリラックスするというのがわかると、「いつ

お腹が痛くなるかと心配ばかりしていた気持ちを忘

れた」という言葉が聞けた。ぜひテスト勉強中もリ

ラックス法を取り入れてみようと思ったようだ。翌

日からのテストは教室で受けられるようになった。

３　保健室以外での活用例

救急法の講習会などを利用して、クラブのマネージャーや保健委員が集まる場面で、ペアリラク

セーションや呼吸法を指導する場合も考えられる。

また、練習中に誰かが倒れ、救急車で運ばれるような事態が発生したことを想定し、その後の練

習再開前に精神集中をさせる方法が考える。

【参考文献】

ウルスラ・アヴェ=ラルマン著（高頏玲子・杉浦まそみ子・渡邊祥子訳）（2002）『ワルテッグ描画テスト』川島書店

体験した感想を語る
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